


北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15

7,830円 8,830円
8,830円 9,830円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1室１名

1泊２食 平日 土・休前日

※1名様プラス1,500円で和洋特
別室(禁煙)に変更可（2名様以上）季節の旬素材を使った会席膳を

ご用意いたします。美味しいお
料理と温泉でリラックスしたひと
時をお過ごしください

JR川湯温泉駅 無料送迎
（要予約）
5/6～7/17

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR かわゆ

送迎

条件

食事

モーニングコーヒーサービス
(本誌の提示で）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

料理（イメージ）料理（イメージ）

五稜郭（イメージ）五稜郭（イメージ）

蔵王大露天風呂（イメージ）蔵王大露天風呂（イメージ）

いちご狩り（イメージ）いちご狩り（イメージ）

いちご（イメージ）いちご（イメージ）

さくらんぼ（イメージ）さくらんぼ（イメージ） 蔵王牛（イメージ）蔵王牛（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

大通り公園（イメージ）大通り公園（イメージ）

★源泉掛け流し★
川湯温泉はｐH1.8を誇る日本有数の強酸性泉です

海の幸・山の幸 ご馳走プラン

015-483-2643

北海道
川湯温泉

群馬県利根郡みなかみ町大穴859

11,350円
10,450円

■お1人様あたりの組合員料金

焼肉食べ放題
（昼食）付

和昼食付

1泊2食1室2名～ 全日

今が旬！
フルーツランド沼田

で

美味しい味覚狩り

今が旬！
フルーツランド沼田

で

美味しい味覚狩り

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 水上 水明荘

※1室1名様利用はプラス2,000円
※フルーツ狩り体験料（原田農園）2,200円相当
を含みます
★フルーツ狩り体験料にはフルーツ狩り代、昼食、
コーヒー＆ケーキ、お土産代が含まれています
●いちご狩り（～6月中旬）
●さくらんぼ狩り（～7月中旬）
※天候等でフルーツの内容が変更になる場合があります

4/25～7/19条件

夕食は地場食材に富んだ季節の料理をご用意食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

季節の味覚のもぎ取りを家族や仲間で楽しむ温泉プラン

温泉＆フルーツ狩りプラン温泉＆フルーツ狩りプラン

0278-72-2345

群馬県
水上温泉

北海道札幌市中央区北四条西5-1

5,400円

■お1人様あたりの組合員料金

4/25～6/5の
平日

1泊朝食付 1室2名

4,900円
1室3名

4,400円
7,200円6/6～7/20の

平日 6,700円 6,200円

1室4名

朝食付

KKR ホテル 札幌

4/25～7/20 ／ 1日限定4室条件

食事

条件

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

ファミリー・カップルで気軽に泊まれる

北海道 旅プラン

011-231-6711

北海道
札幌

山形県山形市蔵王温泉904-8

7,300円
8,300円

8,600円
9,600円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊2食1室2名～ 5/6～5/31 6/1～7/31

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 蔵王 白銀荘

5/6～7/31/トイレ付客室条件

会席風和定食
★お1人様プラス1,200円で蔵王牛小鍋
すき焼、小鍋しゃぶしゃぶに(2日前までに
ご予約ください)

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

山形の自然と季節の恵みさくらんぼ♪温泉はもちろん
掛け流し天然100％、蔵王大露天風呂もおすすめです

蔵王の新緑プラン

023-694-9187

山形県
蔵王温泉

北海道函館市湯川町2-8-14

9,300円
9,800円

■お1人様あたりの組合員料金

6/1～30

7/1～/11

1泊２食1室1名～ 平日

10,800円
11,300円

土・休前日

料理長が厳選した食材を使用する為、メニ
ューは日替わりです。是非当日の献立をお
楽しみにいらしてください。

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR はこだて

●函館お花見シーズン（4月下旬～
5月下旬）

●函館競馬（6月～7月）
●市民創作野外劇（7月～）

おすすめ観光

●仙台七夕祭り（8/5花火大会、　
　8/6～8/8七夕祭り予定）

おすすめ観光

★1室3名様以上利用は
お1人様500円引

6/1～7/11条件

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

カップル、グループ、ファミリーに最適な1泊2食付の
お得なプランをご用意いたしました♪

函館満喫 得々プラン

0138-57-8484

北海道
函館･湯の川温泉

宮城県仙台市青葉区錦町1-8-17

5,800円
6,300円

6,425円
6,925円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1室１名

1泊朝食付 平日 土・休前日

KKR ホテル 仙台

～8/31 ／ 1日限定5室条件

朝食は和定食・洋定食から
お好きな方をお選びください

食事

館内レストランでのご夕食
時に使えるワンドリンク券プ
レゼント(お食事時のみ可)

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

「杜の都」仙台の中心に位置し、観光にアクセス良好!!
全室デュベスタイル（羽毛布団）・ウォシュレット・液晶TV完備

伊達な朝食付プラン

022-225-5201

宮城県
仙台

※土・休前日利用は1名様プラス2,000円

旬の素材を
レストラン食で

1名様プラス2,000円にて夕食
グレードアップ＆お部屋食にて
ご用意（要予約）

函館夜景観光バス　大人1,600円
※北都交通が実施するもので、手配・
媒介・取次を行うものではありません

外観（イメージ）外観（イメージ）

●さくらんぼ：温室（5月下旬～6月下旬）、露地
もの（6月中旬～7月上旬）※詳しくは施設まで
●蔵王大露天風呂：割引券あり（通常470円→300円）
●山形野草園：貴重な植物を観ながら
　ピクニックもできます（車15分）

おすすめ観光

●YOSAKOIソーラン祭り
　（6/10～14）
●ニッカウヰスキー余市工場：JR
札幌駅からJR余市駅まで約1時
間強。JR余市駅から工場まで徒
歩2～3分

おすすめ観光

●世界遺産知床（車90分）
●神秘の摩周湖（車20分）
●大パノラマで広がる天下の絶景・
美幌峠（車40分）

おすすめ観光

ちろん
めです

狩狩狩狩
プラン

焼肉食べ放題(昼食)付

※蔵王温泉はお釜（火口）から約8km離れた所にあり、現状での火山の影響はほとんどありません



レストランからの夜景（イメージ）レストランからの夜景（イメージ）

スカイツリー（イメージ）スカイツリー（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ）

朝食
（イメージ）

朝食
（イメージ）

ツインルーム
（イメージ）
ツインルーム
（イメージ）

東京都千代田区大手町1-4-1

8,400円
9,800円

7,400円
7,800円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２・3名

1室１名

1泊朝食付 平日 日・祝日

※1室2名様の場合、お1人様プラス
1,000円で皇居側のデラックスツ
インへ変更可
★0～12歳のお子様添い寝無料

朝食は和洋バイキング
※4歳以上のお子様の朝食料金は
700円、3歳以下のお子様は無料

KKR ホテル 東京

4/1～8/31（土・休前日を除く）／
1日限定20室／お部屋のタイプは
お任せとさせていただきます

条件

食事

駐車場無料（6:00～翌22:00）特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

期間限定！アクセス至便の
KKRホテル東京よりレジャーやビジネスに

新緑・サマープラン新緑・サマープラン

03-3287-2921

東京都
竹橋

東京都目黒区東山1-27-15

6,800円
5,800円

■お1人様あたりの組合員料金

1室1名
（シングルルーム）

1室2名
（ツインルーム）

1泊朝食付 全日

KKR ホテル中目黒

～7/17条件

朝食はダイニングルーム
『華』で和食ビュッフェ

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　ツインルームBT付

お一人・ファミリー・グループ・
カップルのプランをご用意!!

シングル・ツインルームプラン

03-3713-8131

東京都
中目黒

神奈川県横浜市中区山手町115 港の見える丘公園

10,500円
11,500円

■お1人様あたりの組合員料金
1室２名～1泊２食

平日

土・休前日 ※4/25～5/10は、プラス1,000円
★1室3・4名様利用は割引あり！

KKR ポートヒル 横浜

4/1～7/17 ／海側和室
／ 1室2名様洋室利用は
1名様プラス1,000円／
1日限定4室

条件

夕食はシェフお勧めの「カジュアル・横浜フ
レンチコース」をご用意（お子様も大人と
同じお料理です）

食事

朝食時モーニングコーヒーをサービス特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BT付

パノラマに広がるベイブリッジの夜景と横浜カジュアル
フレンチディナーをご堪能ください

丘の上のブルーライトプラン2食付

045-621-9684

神奈川県
横浜

火曜日から土曜日の15：00から
30分毎に中目黒駅出発、
最終22：00
中目黒駅バスターミナル先
TSUTAYA横⇒ホテル
詳細は施設にお尋ねください

シャトルバス運行

1名様プラス2,000円でお料理の
グレードUP可（ラグジュアリーな
横浜フレンチフルコース）

★客室は全室禁煙（喫煙所あり）
★コインランドリーあり（有料）
★全室 有線LAN 
　無線LAN 無料利用可

●東京スカイツリー (電車45分)
●東京ディズニーリゾート（電車45分）
●六本木ヒルズ（電車10分）

おすすめ観光

●5月　みなと祭「横浜パレード」／開港バザ
ー（山下公園・横浜公園）／あいすく
りーむ記念日（馬車道）

●6月　横浜開港祭・八景島あじさい祭
●7月　花火シンフォニア（八景島）

おすすめ観光

葉山牛・あわび（イメージ）葉山牛・あわび（イメージ）

神奈川県逗子市新宿3-2-26

9,980円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日と5/29

1泊２食1室2名～ えらべるコース

11,980円
11,980円 13,980円

よくばりコース

KKR 逗子 松汀園

　　 5/6～6/30 ／
1日限定3室／ 1名
様プラス1,100円で
人気のお庭に面した
大正館を指定可

条件

【選べるコース】●葉山牛しゃぶしゃぶ
●葉山牛陶板焼 ●あわび の中から
お好きなグルメを1品チョイス。よく
ばりコースは贅沢に2品をお楽しみ♪
【よくばりコース】6名様以上で個室
宴会無料（要予約）グループ旅行に
ぴったり♪

食事

●13時からのアーリーチェックイン
OK　（要予約・除外日あり）

●売店商品10％割引券・追加料理
10％OFF券プレゼント

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BTなし

葉山牛・あわびから選ぶ！贅沢会席プラン

046-871-2042

神奈川県
湘南･
逗子海岸

古都鎌倉へは電車でひと駅
あじさい寺めぐりにもぴったり

神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13
KKR 鎌倉 わかみや

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BT付

海と緑の鎌倉・初夏の湘南に泊る

鎌倉スペシャルプラン春から初夏
花いっぱい

0467-25-4321

神奈川県
鎌倉

●1名様プラス1,000円でお夕食がお部屋食
　（炊き込みご飯、食前酒付：全10品）にグレード
アップ
●1名様プラス2,000円でグルメ会席
　（金目鯛のしゃぶしゃぶ、黒毛和牛のすき焼き、
黒毛和牛のステーキ、やまと豚のしゃぶしゃ
ぶ）全12品にグレードアップ

特典付

●6月　紫陽花
　（明月院・成就院・長谷寺）

おすすめ観光

■お1人様あたりの組合員料金

6/30までの
平日

土・休前日

7/1～7/25
の平日

1泊２食 1室3名～

14,500円
15,300円
11,800円

風景（イメージ）風景（イメージ）

4/20～7/25(鎌倉花火大会日を除く)条件

季節の会席料理9品食事

室内温水プール（25m×6レ
ーン、ジャグジー・サウナ付）
利用券付（小学生以上限定）

特典

江の島水族館（イメージ）江の島水族館（イメージ）

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23

10,800円 6,250円
12,800円 6,250円

6,750円
6,750円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食1室２名～ おとな 小学生 3歳～未就学児

※BT付客室は1名様プラス1,500円
★トイレ無客室は1名様1,000円引（大人のみ）
★新江ノ島水族館チケット：大人2,100円、
小学生1,000円、幼児3歳以上600円相当付

KKR 江ノ島 ニュー向洋

5/6～7/24 ／ 8畳T付和室条件

お夕食は会席料理（小学生の
お子さまはお料理が選べます）

食事

●車、荷物等朝から預かり可
●食前酒サービス

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

春休みは、みんなで
新江ノ島水族館へ遊びに行こう！
新江ノ島
水族館
新江ノ島
水族館 チケット付宿泊プラン

0466-23-7710

神奈川県
湘南･
片瀬海岸

●つつじ、しらすの旬（4月～5月）
●あじさい（各所6月頃）　
●海開き（7/1）
●ビーチバレー開催（7月下旬）

おすすめ観光

旬な宿特別価格

朝食付♪
お部屋タイプは
お任せ♪

ム

ン
洋室指定
全プラン



静岡県熱海市春日町7-39

12,800円 15,800円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1泊２食 平日 土・休前日

9,900円
10,900円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

1泊２食 1室1名～

土・休前日

※最上階和洋スーペリアルーム利用は
1名様プラス1,000円

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテル 熱海

5/6～7/17(5/9を除く) ／
1日限定5組

条件

中華と和食の調理技のコラボレーション
一度は召し上がっていただきたい料理です
●5月のお造りはマグロがメイン
●6月・7月のお造りは白身魚がメイン

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

リピーターに好評の中華料理です

中華料理＆お造りの盛り合わせプラン

0557-85-2000

静岡県
伊豆・熱海温泉

新潟県妙高市関川2275

8,200円 9,200円
7,200円 8,200円

■お1人様あたりの組合員料金

4/29～5/31

6/1～7/11

1泊２食1室1名～ 平日 土・休前日

【お子様（小学生まで）全日5,000円】
★添い寝のお子様：無料（食事なし/小学生まで）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 妙高高原 白樺荘

JR妙高高原駅 無料送迎 
（要予約）

送迎

5/6～7/11 ／
BT付客室利用は
1名様プラス1,000円

条件

リピーターから好評の信越の食材を
使用した上方仕立てのヘルシー和食
“一汁五彩ブッフェ”／週末キッズバイキ
ング／高原朝食和風ブッフェ／滞在中
ソフトドリンク飲み放題コーナー新設

食事

チェックイン・アウト時に
ポップコーンプレゼント

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

トレッキング、自然観察、農村体験、etc…　妙高高原は、おひとり様も
お子様連れもわんちゃんも楽しめるスポットがいっぱい＼(^o^) ／

高原満喫・満腹プラン

0255-86-2113

新潟県
池の平温泉

静岡県伊豆の国市古奈82
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 伊豆長岡 千歳荘

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅 
無料送迎

送迎

～7/17条件

桜海老の釜飯とお刺身が
ついた会席料理

食事

貸切風呂もかけ流しの湯！
さらに利用料が無料（要予約）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

桜海老を存分にご堪能できます！

桜海老のお刺身と釜飯付プラン

055-948-0010

静岡県
伊豆長岡温泉

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 湯沢 ゆきぐに

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ
利用可）
※1名様プラス1,000円で和室ベッドルーム又
はB付和室に変更可

JR越後湯沢駅　無料送迎（要予約）送迎

5/6～7/22条件

調理長のおまかせ季節の御膳コース食事

モーニングコーヒーサービス
(本誌の提示で）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

トレッキング・高山植物観賞にお勧め！

温泉で

025-784-3424

新潟県
越後湯沢温泉

●湯めまちをどり「華の舞」
　毎週土・日午前11時より熱海
　芸妓見番歌舞練場にて開催
　入場料1,300円

おすすめ観光

●話題の沼津港深海水族館
　（割引券有り）:車で約10分

おすすめ観光

●清津峡散策
●湯沢高原ロープウェイ：4/24から
　グリーンシーズン営業中

おすすめ観光 ●善光寺・苗名滝・妙高山・黒姫高原・野尻湖・
戸隠などのスポットに便利な立地です

●ゴルフパックや豪華牛肉会席プランも
　ご用意しております

おすすめ観光

●5月下旬～6月上旬
　箱根湿生花園で幻の花
　ヒマラヤの青いケシ（車15分）
●5月下旬～6月下旬
　KKR宮の下　天然源氏ボタル
※天然源氏ボタルは、自然環境の変化、
気象状況等によって見られない場合も
あります

おすすめ観光

静岡県沼津市志下192

9,950円
12,950円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室２名～

※1室1名様利用はプラス1,000円（平日のみ利
用可）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 沼津 はまゆう

JR沼津駅南口 無料送迎 　
迎え16:00（要予約）

送迎

5/6～7/17／ 10畳BT付和室又は洋室条件

旬の素材を取り入れた月替
わり創作会席料理

食事

売店割引券＆ウェルカム
コーヒー券プレゼント

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BT付

平日がお得！ 通常平日料金より500円OFF♪

温泉で湯ったり＆美味夕食堪能プラン

055-931-0592

静岡県
沼津

神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014

10,650円 12,150円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1泊２食 平日 土・休前日

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 宮の下

　　 箱根登山鉄道
「宮ノ下駅」から
無料送迎
（時間14:30～18:00）

送迎

～7/17（7/6～10除く）／ 1室1名様利
用はプラス1,500円（土・休前日除く）
★お1人様プラス5,000円で“半露天風
呂付特別室”へ変更可（2名様から）

条件旬の食材をふんだん使用
した季節の創作会席料理

食事

箱根寄木細工風レター
セットプレゼント

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

自然の素晴らしさを感じる箱根の旅へ

箱根旅トクプラン箱根旅トクプラン

0460-87-2350

神奈川県
箱根・木賀温泉

箱根ロープウェイ（イメージ）箱根ロープウェイ（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

桜海老の釜飯（イメージ）桜海老の釜飯（イメージ） 露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

残雪から新緑へ
飲み放題
コーナー新設

8,980円 9,990円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1泊２食 平日 土・休前日
●モーニングコーヒーサービス
（雪室珈琲）【1Ｆラウンジ】
●女性週末限定バラ風呂
●新潟の甘酒・
一夜雪プレゼ
ント（週末限
定大人のみ）

●わんちゃんも
一緒にお部屋
で過ごせます

●ドックラン新設
●わんちゃん
　足洗い湯新設

わんちゃん
同室ルーム新設 ●わんちゃん・

　猫ちゃんと
　一緒にお部屋
で過ごせます
～7/24
OPEN特価
12,800円～

ペット同室
ルーム新設

バラ風呂（イメージ）

じょんのび休日プランじょんのび休日プラン

設

屋
す

～

キッズが
お得

鉄道

8:00）

※料金・プラン等は施設にお問い合わせください※料金・プラン等は施設にお問い合わせください



12,500円

■お1人様あたりの組合員料金

大人

中学生
（大人料理）
小学生
（お子様ランチ）

1泊2食1室2名～ 平日

14,000円
10,000円 11,000円
7,500円 8,000円

土・休前日

9,800円
10,800円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食1室1名～ 和室

8,950円 9,500円

■お1人様あたりの組合員料金

1室２名～

1泊２食 平日 土・休前日

●信州善光寺　7年に一度の御開帳
（4/5～5/31）

おすすめ観光

●新緑の上高地、新穂高ロープウ
ウェイ、５月中旬～は乗鞍の開山

おすすめ観光

●あやめ祭り　●サクランボ狩り
●ラベンダ̶祭りと県内各地イベント一杯！

おすすめ観光

●名古屋城（徒歩5分）
●徳川美術館（車15分）

おすすめ観光

三重県鳥羽市安楽島町1075

※T付8畳利用は1名様プラ
ス1,000円　
※BT付10畳利用は1名様プ
ラス2,000円（いずれも小・
中学生は追加料金不要）
★通常大人5,800円、小・中
学生3,000円相当の鳥羽ま
るみえパスポート（鳥羽水
族館・ミキモト真珠島・鳥羽
湾めぐり＆イルカ島 入場
券）付

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鳥羽 いそぶえ荘

JR・近鉄鳥羽駅
無料送迎 （要予約）
迎え15:40、16:40
送り9:30

送迎

5/6～7/31
（7/24除く）／
6畳BT無客室利用

条件

夕食は、伊勢湾近海の魚介類を生かした海鮮会席料理
※中学生は大人と同じお料理、小学生はお子様ランチ
朝食は、大好評●蛸とひじきの炊込みご飯　●真珠の
海七草粥等

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

開館60周年「飼育種類数日本一」鳥羽水族館入場券付プラン
新エリア誕生でワクワク感が止まらない♪早く会いにきてね！

鳥羽３大スポットめぐりプラン

0599-25-3226

三重県
鳥羽

長野県諏訪市湖岸通り5-7-7
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 諏訪湖荘 

5/6～7/17 ／ 6畳BT無和室／
1名様プラス1,000円でT付客室
に変更可

条件

長野県産牛ヒレ・リブロース食べ
放題＆ソフトドリンク飲み放題

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

当施設人気No1牛ヒレステーキ食べ放題プランに
リブロース食べ放題が加わりました！

牛ヒレステーキ＆
リブロース食べ放題プランリブロース食べ放題プラン

0266-58-1259

長野県
上諏訪温泉

愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1
KKR ホテル 名古屋

★1室3名様以上利用は1部屋あたり1,000円引
～7/31条件

いずれかよりお選びください
●二の丸御膳（前菜・向附・温物・強肴・
サラダ・留椀・食事・香の物・水菓子）
●有頭海老とみそかつセット（前菜3種・
スープ・有頭海老・みそかつ・サラダ・
ライス）

食事

●名古屋城入場券
●アーリーチェックイン（通常15:00→
13:00）

●ワンドリンク無料券進呈（夕食時のみ
利用可）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

名城めぐりと季節を感じる料理のおもてなし

新緑の名城散策プラン

052-201-3326

愛知県
名古屋

山梨県甲府市塩部3-6-10

月毎にかわる料理は一つ一つに手をかけ
た調理長会心のお夕食
甲斐サーモンや山梨の山の幸、
山菜をふんだんにつかった献立

4/1～7/20（4/29～
5/5除く）／ 1室1名様
利用はプラス1,000円
（平日のみ利用可）／ 6
畳BT無和室／ 1名様プ
ラス1,000円で8畳T付
に変更可

ワインビ－フの朴葉味噌焼き・すき焼・
陶板焼き、富士桜ポ－クしゃぶしゃぶの
中から1品チョイス！（1組で同じものの
ご選択）

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

（ふるさと暮らし希望地域ランキング」は、認定NPO法人ふるさと回帰支援センター調べ）

KKR 甲府ニュー芙蓉

条件

食事

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

ふるさと暮らし希望地域ランキングで山梨県が
1位となりました！

山梨県に行こう♪

055-252-1327

山梨県
甲府

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 平湯 たから荘

平湯温泉バスターミナル 無料
送迎（要予約）

送迎

5/6～7/30
1名様プラス1,000円で特別和
室でお部屋食に変更可

条件

肉の最高峰A5ランク飛騨牛を
150gとたっぷりご堪能！

食事

グラスワイン1杯サービス
(本誌の提示で）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶの3種の中から選べる
A5飛騨牛（150g）メインの特選セレクトプラン

A5飛騨牛特選プラン

0578-89-2626

岐阜県
平湯温泉

岐阜県下呂市森1209
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 下呂 しらさぎ

JR下呂駅 無料送迎 (要予約)送迎

5/6～5/31 ／ベッドルームご利用の
場合は別料金となります。お問い合わ
せください

条件

飛騨牛ふき味噌焼き・スズキアーモン
ド焼き、国産豚の角煮と夏野菜の豆乳
鍋、トマトと海老の炊き合わせ、岩魚
の昆布〆に水物を加えた全7品

食事

チェックイン／ 14:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

春の味覚をお楽しみください

特別謝恩プラン

0576-25-5505

岐阜県
下呂温泉

長野県産

選べる

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）

料理（イメージ）

ソフトドリンク飲み放題付

9,800円
11,800円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室２名～ ●つぼ風呂を新設
●夜も朝もハーフバイキング付
●ウエルカム無料ドリンクバー登場
●女性のお客様にはおしゃれ浴衣
をご用意
●貸切温泉利用無料
●コミック・絵本コーナー登場
●無料ランドリー登場

14,800円
15,800円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室1名～

飛騨牛とスズキの焼物（イメージ）飛騨牛とスズキの焼物（イメージ）料理（イメージ）料理（イメージ）

二の丸御膳（イメージ）二の丸御膳（イメージ）

鳥羽水族館 ミキモト真珠島 鳥羽湾めぐり＆イルカ島

●伊勢神宮・式年遷宮後のおかげまいり（ご朱印集
めで参拝記録を残す参拝者が急増中）
●女性の願い事を1つだけ叶えてくれる、日本屈指の
パワースポット「神明神社／石神さん」へ車で30分
●パールロード沿い「海上釣堀」「浜焼」点在（車で15分）

おすすめ観光

住みたい田舎NO.1！ 

開設40周年記念

うれしいうれしい
無料送迎付

8,780円 9,780円

■お1人様あたりの組合員料金

1室1・2名

1泊２食 平日 土・休前日

お子様（小学生まで）全日7,000円



6/1～30
子鹿特別公開
11：00～13：30

鹿苑にて

カップル＆ファミリープラン
■お1人様あたりの組合員料金

8,800円
9,800円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～

京都府京都市上京区河原町通
　　　　荒神口上る東入東桜町27-3

※6/1～13、7/18・19、8/1～8/7、8/17～22
はプラス1,000円、8/8～8/15はプラス2,000
円、7/16はプラス4,000円

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 京都 くに荘

6/1～8/31（8/16除く）／
客室定員ご利用／ 1日限定5室

条件

鱧落し、鱧しゃぶ、鱧ご
はん、鱧の旨みを引き
出す料理の数々を愉
しめます。
※写真の鱧しゃぶは
3人前です

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

はんなり京都の夏、古都の風情を味覚で堪能！
旅の疲れを癒すうれしい温泉大浴場＆露天風呂もあり♪

はも会席プラン

075-222-0092

京都府
京都

滋賀県大津市下阪本1-1-1

※毎週金曜日は平日料金プラス1,000円 

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR ホテルびわこ

JR唐崎駅 無料送迎 （要予約）
駅到着時にお電話ください

送迎

5/6～7/16 ／客室定員でのご利用
／ 1室1名様利用はプラス1,000円

条件

選べる夕食
 4月  春の味覚：湖西路会席/
てまり寿司会席/桜鯛会席
 6～7月  夏の味覚：はも会席/
夏野菜漬物寿司会席/ゆばと茄
子会席

食事

大人1室4名様以上のご利用で
5月鯛うす造り、6・7月牛焼しゃぶ
サービス

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BT付

～旬の味覚を満喫～　琵琶湖展望の露天風呂と一緒にお楽しみください

旬の味覚会席付旬の味覚会席付宿泊プラン宿泊プラン

077-578-2020

滋賀県
琵琶湖

大阪府大阪市北区堂山町4-1
KKR ホテル 梅田

5/6～7/17 ／ 1日限定2室条件

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BT付

JR大阪駅から徒歩8分！ 大阪観光だけでなく、
京都・奈良・神戸への旅行の拠点にも便利♪

06-6362-6800

大阪府
梅田

和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2

★T無客室利用は1名様1,000円引

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 白浜 美浜荘

5/6～7/17 ／ 1室1名様利用はプラス
1,000円（平日のみ利用可）

条件

●梅鯛の造り　●梅鯛の荒焚き●梅鯛
のしゃぶしゃぶ　●梅鯛のちらし寿し　
等々の梅鯛づくし

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部BT付

紀州南高梅のエキスで育てた梅鯛

梅鯛づくし会席プラン

0739-42-3383

和歌山県
白浜温泉

奈良県奈良市高畑大道町1224

※8/14・15は休前日料金にプラス1000円

KKR 奈良 みかさ荘

5/6～8/31条件

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室BTなし

竹田城跡（イメージ）　写真提供：吉田利栄

御出掛けのベストシーズン、
心満たされる古都奈良へ

四季会席プラン

0742-22-5582

奈良県
奈良

兵庫県豊岡市城崎町湯島75
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 城崎 玄武

5/6～7/17 ／ 1名様
プラス1,000円でT付
客室に変更可

条件

ご夕食は会席料理をご用意
★プラス2,000円で牛しゃぶ会席（2名様～）
★プラス3,000円で焼きがに付会席に変更可

食事

チェックイン／ 14:00　チェックアウト／ 10:00　客室一部T付

城崎温泉をお得に満喫！

0796-32-2631

兵庫県
城崎温泉

●ほたる観賞：上賀茂
神社（6/9～6/25）

※雨天中止　※自然の
生物ですので鑑賞でき
ない場合もございます

おすすめ観光

●城崎マリンワールド（車10分）
●玄武洞：山陰海岸ジオパーク認定
　（車10分）
●こうのとりの郷公園（車20分）
●“天空の城”竹田城跡（車1時間）

おすすめ観光

●薔薇5～6月:霊山寺
●紫陽花6月:般若寺.新薬師寺 
●花ショウブ:6月上旬～7月上旬
　柳生の里.花しょうぶ園

おすすめ観光

14,150円
16,150円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室1名～

8,900円
9,900円

■お1人様あたりの組合員料金

1室2名～

1室1名

1泊２食 平日

9,900円
ー

土・休前日

13,750円
15,950円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室2名～

13,300円
14,300円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊２食 1室1名～

はも料理（イメージ）はも料理（イメージ）露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ） ツインルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）

びわこ一望の露天風呂（イメージ）びわこ一望の露天風呂（イメージ）

JR京都駅 無料送迎
迎え JR京都駅八条西口ホテル
　　 「イビス」前発 16:30
送り くに荘発 9:30

送迎

特典 ●城崎の７つの外湯
　無料券プレゼント
●夕食時ドリンク料金10％引

春のお得プラン春のお得プラン

鹿（イメージ）鹿（イメージ）

おすすめ観光
●第47回砂まつり大会:
　5/24
●第2回南紀白浜
　トライアスロン大会:6/21
●第20回ビーチラグビー
　白浜大会:6/27・28

おすすめ観光

●あべのハルカス（電車含約30分）
●USJ・海遊館（電車含約30分）
●なんばグランド花月（電車含約20分）
★京都（京都駅まで新快速約30分）
★神戸（三宮駅まで新快速約20分）
★奈良（奈良駅まで快速約50分）

四季の彩り料理シリーズ

料理長お薦めの一番人気の懐石
料理をご堪能ください
 ～５月春  吉野会席
 6月～夏  大和会席に変更

食事

荒焚き●梅
らし寿

ランンンンンンンン

お預

6,000円ダブル（1室2名）

ツイン（1室2名）

トリプル（1室3名)

1泊食事なし 平日

7,000円
6,500円 8,000円
5,500円 6,500円

土・休前日

ーププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププラララララララララララララララララララララララララン
利♪

海遊館チケット
フロントにて
販売中



6,900円
7,900円

■お1人様あたりの組合員料金

1室2名～

1室1名

1泊2食 平日

7,400円
土・休前日

13,650円

14,650円

■お1人様あたりの組合員料金

1室2名～

1室1名

1泊2食 平日

15,650円

16,650円

土・休前日

大阪府大阪市中央区馬場町2-24

※1室1名様利用はプラス1,000円
★3名様1室利用はお1人様500円引

KKR ホテル大阪

大阪城を一望できる12Fのレストラ
ンで和洋バイキングをご用意してい
ます

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

夏色の大阪城を目の前に、
美味しい朝食で今日も元気に行こう！

KKRホテル大阪朝食付プラン

06-6941-1122

大阪府
森之宮

福岡県福岡市中央区薬院4-21-1
KKR ホテル 博多

5/6～7/17 ／ 1日限定3室／和室
またはデラックスツイン利用は1名
様プラス1,000円

条件

朝食は和洋バイキングをご提供
いたします

食事

駐車場料金無料（通常1泊1,000円）特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

ビジネスにも観光にも使える
お得な価格にてご奉仕！

一路博多プラン一路博多プラン

092-521-1361

福岡県
博多

石川県金沢市大手町2-32
KKR ホテル 金沢

～7/17 ／ 1室2名様利用時、
お1人様プラス4,500円でデラ
ックスツインに変更できます

条件

朝食は和洋バイキング食事

かがやき　
しろえび小判（1予約1個）

特典

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　全室BT付

今年3月14日からいよいよ北陸新幹線開通！！
新しい金沢に是非お越しください♪

新幹線かがやきプラン

076-264-3261

石川県
金沢

山口県山口市神田町2-18

※5月の利用は1名様プラス500円

※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 山口 あさくら

5/6～7/31（7/18・19
除く）

条件

山口の旬の味覚を取り入れた月替わりの
会席料理(全12品)
Ａお子様(小学生)は夕食：エビフライステ
ーキセット　朝食：和朝食
Ｂお子様(小学生)は夕食：子供会席　朝食：
和朝食

食事

①小学生未満のお子様：お子
様ランチ(夕・朝食)を１グル
ープに１名分サービス
②小学生未満のお子様：アイス
クリーム券プレゼント
③小学生のお子様：夕食時、子供
ビールをお1人様１本サービス
④お父様・お母様へは夕食時、
日本酒またはソフトドリンク
をお1人様１杯サービス
⑤アーリーチェックイン14：00～
⑥レイトチェックアウト11：00

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

パパ・ママの株急上昇！ ６大特典付

ファミリープランわく
  わく

083-922-3268

山口県
湯田温泉

広島県広島市中区東白島町19-65

※1名様プラス1,000円
でエグゼクティブルーム
に変更可

KKR ホテル広島

4/1～7/18条件

夕食は計7種類の中からお選びいただけます
●お造り御膳　●天婦羅御膳
●ステーキ御膳　●海老フライ御膳
●釜飯御膳(3種)

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 11:00　客室一部BT付

夕食は釜飯3種を含む7種類からお選びいただけます

えらべる夕食プラン

082-221-3736

広島県
広島

愛媛県松山市岩崎町1-7-37
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 道後 ゆづき

5/6～7/19条件

瀬戸内の食材を中心とした
会席料理9品(時期により
食材の変更あり)

食事

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00　全室T付

お料理と温泉を満喫してください

瀬戸内まるごとプラン

089-941-2934

愛媛県
松山・道後温泉

●大阪城公園はホテルの目の前、
　新緑の香りがいっぱい！
●あべのハルカス（日本一の
　高層ビル）：電車20分
●通天閣・新世界：電車30分
●USJ：電車30分

おすすめ観光

●道後温泉本館
●石手寺51番札所
●松山城など

おすすめ観光
●縮景園（徒歩10分）花の見ごろ：
　ツツジ(4月中旬～5月中旬)・
　スイレン(5月中旬～9月中旬）
●原爆ドーム・平和記念公園（路面電車15分）
●宮島・厳島神社（JR＋フェリー 50分）
●広島城（徒歩5分）

おすすめ観光

●博多座
　『宝塚歌劇雪組公演』（5/2～26）
　『6月博多座大歌舞伎』（6/2～26）
●博多祇園山笠（7/1～15）

おすすめ観光

ホテルを拠点に古都金沢を気
ままに散策。目の前の金沢城址
公園を抜けると兼六園。ひがし
茶屋街へも歩いて行けます

おすすめ観光

6,500円
7,500円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊朝食付 1室2名～

朝食バイキング（イメージ）朝食バイキング（イメージ） 朝食バイキング（イメージ）朝食バイキング（イメージ）

料理（イメージ）料理（イメージ） 選べる夕食（イメージ）選べる夕食（イメージ）

ホテル1Fカフェ（イメージ）ホテル1Fカフェ（イメージ）

オープントップバス（イメージ）オープントップバス（イメージ）

おすすめ観光
●秋吉台自然動物公園サファリランド（車40
分）入園券（通常大人2400円・小人1400円）

●秋芳洞・秋吉台(車30分)

夏色の大阪!!

5/6～7/17 ／ 1名様プラス
500円で大阪城側客室利用可
（通常1,000円）

条件

8,000円
7,500円

■お1人様あたりの組合員料金

1室1名

1室2名～

1泊朝食付 平日

9,000円
8,500円

土・休前日

客室（イメージ）客室（イメージ）

ー

おとな

A お子様

B お子様

1泊２食1室2名～ 平日 土・休前日
■お1人様あたりの組合員料金

11,350円 13,350円
5,670円 6,670円
7,950円 9,350円

イ チ ロ ハ カ タ

6,200円
8,300円

■お1人様あたりの組合員料金

平日

土・休前日

1泊朝食付 1室1名～

ラン

北陸新幹線
（イメージ）
北陸新幹線
（イメージ）

2食付でお気軽宿泊!!

家族みんな嬉しい特典６点

ェックアウト／ 11 00　客室 部BT付



6,500円
6,700円

■お1人様あたりの組合員料金

1室2名～

1室1名

1泊朝食付 平日

7,500円
7,800円

土・休前日

9,800円
10,300円

■お1人様あたりの組合員料金

1室2名～

1室1名

1泊2食 平日

10,300円
10,800円

土・休前日

熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
KKR ホテル 熊本

～7/18条件

朝食：口コミでも高評価。地元食材を
使用した和洋バイキング50品目

食事

駐車場利用料金無料
（通常1泊500円）

特典

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 11:00全室BT付

朝食付きお気軽プラン　熊本城に一番近いホテル

シンプルステイ朝食付宿泊プラン

096-355-0121

熊本県
熊本

鹿児島県鹿児島市城山町5-24
※別途、入湯税（1泊あたり150円）をお預かりします

KKR 鹿児島 敬天閣

鹿児島中央駅
無料送迎（要予約）

送迎

5/6～7/17／1名様
プラス1,000円で和
室に変更可(3名様か
ら)／ 1日限定5組

条件

鹿児島の極み！ 黒豚をＯＭＯＵ
ぞんぶんお楽しみ下さい

食事

ウエルカムドリンク・食事付のお子
様ソフトドリンク飲み放題（お子様
ランチ1,000円～）

特典

チェックイン／ 15:00 チェックアウト／ 10:00全室BT付

設立おかげさまで60周年！ 特別感謝プラン

黒豚しゃぶしゃぶ　  食べ放題プラン

099-225-2505

鹿児島県
城山温泉

料理（イメージ）料理（イメージ） 料理（イメージ）料理（イメージ）

お得！

おすすめ観光
●湧々座：熊本城の始まりから現在までの歴史
文化体験施設（熊本城「桜の馬場 城彩苑」内）

●熊本城(徒歩5分)　●県伝統工芸館(隣接)
●県美術館本館分館(徒歩5分)
●県監物台樹木園(徒歩5分)
●くまモンスクエア（徒歩10分）

おすすめ観光
●鹿児島水族館　●ドルフィンポート
●桜島桟橋　●鹿児島フロ（風呂）マ
ラソン：スタンプラリー開催中（平
成28年3月31日まで）

肉
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